●国内外イベントカレンダー
【国内イベント】
2020年
■3月／March
巴里で活躍した日本人自動車画家
吉田秀樹の軌跡
＠
 :愛知県 アウトガレリア "ルーチェ"
		内容:パリで活動し、2019年9月2日に逝去し
た画家、吉田秀樹氏の回顧展。作品とその同
型車（F40、
ディーノ246GTなど）、生前の愛
用品を展示
		 問:アウトガレリア "ルーチェ"
		 PHONE:052-705-6789
開催中-5月10日

■4月／April
3-5日 第5回AUTOMOBILE COUNCIL
@:千葉県 幕張メッセ
		内容:車両展示、カーライフ関連の商品や
サービスの紹介。
		入 場 料 : 4 月3 日（ 特 別 内 覧 日・3 0 0 0 枚
限 定 ）5 0 0 0 円（ 前 売 4 5 0 0 円 ）、4月4日
（Automobile & Music day）4000円
（前
売3500円）、4月5日
（Public day)2500円
（前売2000円）、土曜ペアチケット6500円
（2人で1日/前売のみ）、日曜ペアチケット
3500円
（2人で1日/前売のみ）
、
学生チケット
（小・中学生、
高校生）
1500円
（当日のみ）
		問: AUTOMOBILE COUNCIL 2020事
務局
		 PHONE:03-6380-1011
		 FAX:03-6380-1012
		 E-MAIL:info@automobile-council.com
		 URL:http://automobile-council.com/
4-5日 ●Sakura Rally
＠:名古屋～伊勢志摩
		内容:名古屋市役所から伊勢シーパラダイス
までを2日間で走行するヒストリックカーミー
ティング
		参加募集車両:1980年までに製造された国
産車・輸入車のヒストリックスポーツカー限
定40台、その他主催者が認めたスペシャル
カー（スーパーカーも含む）限定10台
［イベントカレンダー］
		参 加 費 : 1 台 2 名 （ドライバー ／ナビゲー
ター）18万円
		 問:E-MAIL:info@sakura-rally.com
		 URL:http://www.sakura-rally.com
		 （11月に延期）
Vecchio Bambino2020
Primavera
＠:岡山県各地
		内容:震災復興支援、交通事故遺児への寄
付なども組み込まれたチャリティーツーリ
ング
		 参加可能車両:1972年までに生産されたヨー
		 ロッパ製スポーツカー、スーパーカーなど
		 参加費:13万円（1台2名）
		 問:ベッキオ・バンビーノ実行委員会
		 PHONE:086-237-5111
		 FAX:086-237-7076
		 E-MAIL:info@vecchiobambino.com
		 URL:http://www.vecchiobambino.com/
4-5日

第17回 昭和のくるま大集合
＠
 :茨城県 競輪場外車券売場 サテライト水
戸大駐車場
		内容:車両展示スワップミート、
オートジャン
ブルなど
		参加可能車両:1989年までに生産された2、
3、
4輪車両
		参加料:車両展示3800円、車両展示＋ス
ワップミート4 8 0 0 円 、オートジャンブル
7000円
		 問:昭和のくるま大集合 実行委員会（石川）
		 PHONE:090-3099-1871
		 URL:http://www.st-mito.com/
12日

12日 JCCA FUJI JAMBOREE
＠
 :静岡県 富士スピードウェイ
		内容:ヒストリックカーによるレース、
スポー
ツ走行、
オートジャンブル、
フリーマーケット
など
		 参加資格:要問合せ
		 参加費:要問合せ
		入場料:大人4000円（前売り3500円）、中
高生3000円（前売り2500円）、小学生以
下無料
		 問:日本クラシックカー協会
		 PHONE:048-458-6660
		 FAX:048-458-6661
		 URL:http://www.jcca.cc/
VW Orange Bug-Beachside
Festival-2020
@:和歌山県 片男波海水浴場
		内容:空冷フォルクスワーゲンのミーティン
グ、
スワップミート
		 問:MACHIN HEAD
		 PHONE:073-423-3630
12日

27th British Classic Marathon
＠:愛知県 岡崎市～富山県～岡崎市
		内容:愛知県岡崎市から富山県までの往復約
600kmのドライブラリー及びジムカーナ等
		参加可能車両:製造1974年までの英国車
（同型1979年までの英国車）、実行委員会
が認めた車両
		 問:フライングスコット
		 PHONE:0564-54-3840
		 E-MAIL:flying-s@sun-net.or.jp
18-19日

第106回春季・ワンダーランドマーケット
＠:神奈川県 横浜産貿ホール1Fマリネリア
		内容:ミニチュアカー、
プラモデル、
ティントー
イなどの展示販売、
オークションなど
		入場料:1000円（当ページなど掲載記事持
参・コピー可で、
割引料金800円に）
		 問:ワンダー事務局
		 PHONE&FAX:045-681-0190
		 URL:http://www.sunset.shop-site.jp/
19日

ミニピア2020 byらば〜・こ〜ん
＠:岐阜県

恵那峡ワンダーランド駐車場
		 参加資格車両:旧ミニ及びその一族
		募集台数:98台
（定数に達し次第締め切り）
		※出店も同時募各ミニオーナー、各ミニクラ
ブの親睦を深める目的で、車両展示・物々交
換ゲーム・フリーマーケット・お楽しみ抽選会
を実施
		参加方法:返信用封筒を同封のうえ、下記ま
で資料請求
		〒508-0011岐阜県中津川市駒場1630100
		ミニオーナーズクラブらば～・こ～ん会長
中神一彦
19日

第30回コッパディ小海
@:長野県 小海リゾートシティ・リエックス
		内容:1泊2日の公道ラリー、
ワンデイでの参
加も可
		 参加費:12万円
（1台2名）
		 問:コッパディ小海実行委員会
		 PHONE:0267-92-2525
		 URL:http://www.coppadikoumi.com/
25-26日

2020 SUPERCAR RALLY
in LOTTERESORT
＠:新潟県 LOTTE ARAIリゾート
		内容:ビンテージクラス、スーパーカークラ
ス、
ビギナー参加ツーリングクラス
（計測無
し）に分かれ、LOTTE ARAIリゾートから
上越市街、鵜の浜温泉、妙高市街などを巡る
100kmに渡るエンジョイラリーツーリング
		 問:NASC
		 HP: http://nasc.jp/
26日

第1回花街道付知昭和モーターショー
＠
 :岐阜県中津川市 道の駅花街道イベント
広場
		内容: 車両展示、車関連品の出店及びフリー
マーケット
		 問:花街道付知昭和モーターショー
		 E-MAIL: hanakaidou.tukechi.motorshow
		 @gmail.com
29日

■5月／May
第11回 富士山オールドカーフェスタ2020
＠
 :静岡県 富士市中央公園西地区 多目的広
場
		 内容:車両展示、
同乗体験試乗会
		参加可能車両:1980（昭和55）年までに生
産された国内外の3輪、4輪車を100台募集
（仮ナンバー、改造車、カスタムカーおよび
販売目的の車両展示はNG）
		参加費:展示車両1台につき2500円（弁当、
飲み物付き）
		 問:富士山オールドカーフェスタ事務局
		 PHONE&FAX:054-284-7213
		 E-MAIL:oldcarfest@yahoo.co.jp
		 URL:https://oldcarfest.jimdofree.com
10日

10日 曽
 爾カーフェスタ2020
＠
 :奈良県 曽爾高原ファームガーデン
		内容:奈良県曽爾村の大自然の中でクラシッ
クカー、
スーパーカーを展示、
ラリー、
パレー
ドなど
		参加費:VIPエリア8000円、
レギュラーエリア
4000円、
観覧無料
		 問:曽爾カーフェスタ実行委員会
		 PHONE:090-5891-5831
		 HP:https://sonicarfesta.blog.fc2.com/
ロ
 ータス・エラン・ツーリング・イン・福井
＠
 :福井県 領北地方
		内容:ロータス・エラン
（タイプ26、36、45、
50）
によるツーリング
		 参加費:要問合せ
		主催: ロータス・エラン・ツーリング・イン・福
井事務局
		 E-mail:elanTouring-2020@yahoo.co.jp
16-17日

C
 arrera Cup 2020
@:神奈川県 bono相模大野『ボーノウォー
ク特設会場』
		内容:国内における1/32スケールスロット
カー唯一の全国大会
		問: Carrera Cup組織委員会事務局
（レーシ
ングパラダイス町田内）
		 PHONE:042-788-3900
24日

30-31日 妙高ヒルクライムHILL GP2020
＠:新潟県 APAリゾート上越妙高
		 内容:ヒルクライム
		 参加可能車両:要問合せ
		参加募集:70台（ゲストアトラクション車両
別）
		 参加費:6万円
（1名1台）
、
1名追加２万円
		 問:NASC
		 URL:http://www.nasc.jp/
31日
		
		
		
		
		

2020 Festival of Sideway Trophy
@:千葉県 袖ケ浦フォレストレースウェイ
内容:ヒストリックカーレース
参加可能車両:要問合せ
参加費:要問合せ
問:サイドウェイトロフィ事務局
URL:https://sidewaytrophy.com

【海外イベント】
◎2020年
■3月／March
●32nd テクノ・クラシカ・エッセン
開催国：ドイツ
		内容：テクノ・クラシカ・エッセンは、
2020年で
32回目となるドイツを代表するヒストリック
カーイベント。
ドイツ車を中心に古今東西のヒ
ストリックカーや、
世界中のオーナーズクラブ
が集結し、
コンクールデレガンスやオークショ
ンなどが行われる
		 URL:http://www.siha.de/
		 （6月24～28日に延期）
25-29日

■4月／April
●ツアー・オート・オプティック2000
開催国：フランス
		内容：今年はフランス・パリを出発し、5日間
以上かけて2140km走行。4つのサーキッ
ト
（Nevers Magny-Cours、Charade、
Albi、Ledenon）
において10個のスペシャル
ステージで戦い、
マルセイユでゴールする。
2020年のテーマはポルシェ・プロトタイプ
で、
ポルシェ550スパイダー、356カレラ・ア
バルト1600、356カレラ・アバルト2000、
904 GTS、
910、
906、
907などがエントリー
する
		URL:https://peterauto.peter.fr/en/
tour-auto-2020 -2/
		 （8月31日～9月5日に延期）
20-25日

■5月／May
コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラ・デステ
開催国：フランス
		 開催国:イタリア
		内容:世紀を超える名車たちがイタリア・コモ
湖の湖畔に集結し、美しさを競う世界最大級
のコンクールイベント。RMサザビーズによる
オークションが開催される他、各メーカーの
最新コンセプトカーやプロトタイプも参考出
品される
		 URL:https://www.concorsodeleganzavilladeste.
		 com/
20-24日

22-24日 スパ・クラシック2020
開催国:ベルギー
		内容:スパ・フランコルシャン・サーキットを舞
台にしたサーキットイベント。
ツーリングカー
やグループCのカテゴリーが設けられ、多種
多様なヒストリックレーシングマシーンが出
走する
		URL:https://peterauto.peter.fr/en/spaclassic-2020-2/

INFORMATION
このコーナーは皆様からのイベント情報を掲載するペー
ジです。掲載を希望される方は、イベントの名称、開催
日、会場、内容、参加費、連絡先（主催者名／電話番号／
E-mailアドレス／URLアドレスなど）を明記した上、郵送
あるいはメールにて開催の3ヵ月前を目安に下記宛て先ま
でお送り下さい。FAX・電話でのお申し込みは一切受け
付けておりません。なお、事情により掲載できない場合
もありますのでご了承ください。
〒141-8201
東京都品川区上大崎3丁目1番1号
目黒セントラルスクエア
ネコ・パブリッシング
カー・マガジン編集部『イベントニュース』係
または carmag@neko.co.jpまで

＊イベントは延期または中止となる場合もありますので、参加・見学希望の方は、事前にHP を参照、
または主催者にお問い合わせください。
＊●印が付いたイベントは3 月19日現在、延期となっています。それ以外でも中止の可能性があります。
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